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CAP準拠：ユニバーサル
dgeQAM対応。将来、統合CMTS
へ発展予定

フルCCAPに簡単、かつコスト効果
高くアップグレード可能

ナローキャスト
（ローカル放送）や
ダウンストリームM-CMTSアプリ
ケーションの集中化および動的再
構成を実現

運用効率の向上と消費電力と設
置面積の節約により総所有コスト
TCO）
を軽減

先端バックオフィスシステム内蔵

ラインカード冗長性で高いシステ
ム可用性
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